
亀山市の人口 13,083人 
かめやまし じんこう 

高齢化率13083/49591 

     ２６％ 



２０２５年 亀山市の人口構成（予測） 

じんこうこうせい（よそく） かめやまし 

高齢者層 
こうれいしゃそう 

生産者層 

せいさんしゃそう 

年少者層 
ねんしょうしゃそう 



質問6）白川地区の高齢者人口は？ 

① 約300人 

② 約400人 

③ 約500人 

しらかわちく こうれいしゃ じんこう 

高齢化率  300/800=３８％ 

なかよし班で相談してください！ 
そうだん はん 
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＜参考＞白川地区の人口 （年齢別） 

 ★50歳あたりを境に高齢者層が 

     若年層の約1.5倍 
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みなさんはここ！ 

白川地区の年齢別人口 
しらかわちく ねんれいべつじんこう 

高齢者（こうれいしゃ） 

65歳 
後期（こうき） 
高齢者 75歳 

0歳 100歳 



みなさんはここ！ 

しょうしこうれいか 

質問7）少子高齢化とは？ 

少子高齢化とは、出生率（毎年子

どもが生まれる人数）が減り、医療

の発達により寿命が延びるなどの

理由で若者の割合より高齢者の

割合が増えることを少子高齢化

といいます。 

しょうしこうれいか しゅっしょうりつ 

いりょう 

はったつ じゅみょう の 

りゆう わかもの わりあい こうれいしゃ 

わりあい ふ 

う にんずう へ 

なかよし班で相談してください！ 

そうだん はん 

0歳 100歳 
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平成25年（2013年）の時点で平均寿命と健康寿命 

平均寿命と健康寿命とは？ 
へいきんじゅみょう けんこうじゅみょう 



平均寿命とは？ 
へいきんじゅみょう 

健康寿命とは？ 
けんこうじゅみょう 

「各年における0歳児の平均余命」のこと 
 

例えば2017年の女性の平均寿命は87.26年なので、「2017年に生まれた女性は、社会
情勢などの大きな変化が無い限り、平均的に87.26年生きられる」ことを意味する。
「2017年時点で亡くなった女性の平均年齢が87.26歳」では無い。また「2017年時点で
87歳の女性は、普通ならばこの一年間に亡くなってしまうだろう」との意味でも無い。 

2000年にWHO（世界保健機関）が健康寿命を提唱して以来、寿命を延ばすだけでなく、
いかに健康に生活できる期間を延ばすかに関心が高まっています。平均寿命と健康
寿命との差は、日常生活に制限のある「健康ではない期間」を意味します。 

「健康上の問題で日常生活が制限されることなく
生活できる期間」のこと 
 



２、みなさんの活動～子供会や地域との交流 
かつどう ちいき こうりゅう こどもかい     

3、敬老会 
けいろうかい 

こうれいしゃほうもん 

1、高齢者訪問 2、介護体験 
かいごたいけん 

4、ふれあい給食 
きゅうしょく 



２、みなさんの活動～子供会や地域との交流 
かつどう ちいき こうりゅう こどもかい     

7月12日（木） 

地域の方、民生委員、福祉委員と共

に 

３・４年生が花苗を花壇に植え替え 

（明星＜学校だより16号より＞） 

祝 FBC 花壇 内閣総理大臣賞受賞  

白川小学校がこのほどＦＢＣ 

（フラワーブラボーコンクール）で 

内閣総理大臣賞を受賞されました。 

おめでとうございます。地域の誇りです。 

（白川地区まちづくり協議会ＨＰより） 



３、地域の活動～地域との交流 
かつどう ちいき こうりゅう ちいき 

１、高齢者訪問 ・・・ 
こうれいしゃほうもん 

３・４年生と地域の民生委員 ・ 福祉委員と 
いっしょに！ 

ちいき みんせいいいん ふくしいいん 

２、移動販売 ・・・  
いどうはんばい 

白川地区の高齢者の生活支援 
しらかわちく  こうれいしゃ  せいかつしえん 

３、緊急医療情報キットの普及 ・・・ 亀山市が推進 
きんきゅういりょうじょうほう ふきゅう 

白川地区の高齢者の生活支援 
しらかわちく  こうれいしゃ  せいかつしえん 

救急車をよんだときに個人情報を筒の中に入れ 

救急隊員の手助けをするため 

きゅうきゅうしゃ         こじんじょうほう つつ  

きゅうきゅうたいいん        

かめやまし  すいしん 



認知症サポーター講座を開催 

亀山市社会福祉協議会の方を講師に 

招き、認知症について勉強しました。 

にんちしょう こうざ かいさい 

かめやまししゃかいふくしきょうぎかい こうし かた 

にんちしょう まねき べんきょう 

H:/認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座/VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB


小学校憩いの場所（仮称）づくり 

コミュニテイスクール事業の一環として 

運動場の一角に炭焼き小屋、ピザ窯を作成。 

いこい ばしょ かしょう 

じぎょう いっかん 

ごや すみや がま さくせい うんどうじょう  いっかく 

地域の方々に開放して参ります。 
ちいき  かたがた  かいほう   まい 



白川小学校 ホームページ 



白川地区まちづくり協議会 ホームページ 
しらかわちく                きょうぎかい 



亀山市の高齢者への支援活動 

亀山市総合保健福祉センター（あいあい） 

こうれいしゃ しえんかつどう かめやまし 

かめやましそうごうほけんふくし 

https://www.google.co.jp/maps/place/亀山市総合保健福祉センター+あいあい/@34.865107,136.450736,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xa0b1692c80b1871a!2z5LqA5bGx5biC57eP5ZCI5L-d5YGl56aP56WJ44K744Oz44K_44O8IOOBguOBhOOBguOBhA!8m2!3d34.865107!4d136.450736!3m4!1s0x0:0xa0b1692c80b1871a!8m2!3d34.865107!4d136.450736


亀山市の高齢者への支援活動 

亀山市総合保健福祉センター（あいあい） 

こうれいしゃ しえんかつどう かめやまし 

かめやましそうごうほけんふくし 

亀山市 行政として高齢者への 
 
支援活動に力をいれています 

かめやまし ぎょうせい こうれいしゃ 

しえん  かつどう ちから 

https://www.google.co.jp/maps/place/亀山市総合保健福祉センター+あいあい/@34.865107,136.450736,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xa0b1692c80b1871a!2z5LqA5bGx5biC57eP5ZCI5L-d5YGl56aP56WJ44K744Oz44K_44O8IOOBguOBhOOBguOBhA!8m2!3d34.865107!4d136.450736!3m4!1s0x0:0xa0b1692c80b1871a!8m2!3d34.865107!4d136.450736


かめやまし 

亀山市 ホームページ 

https://www.city.kameyama.mie.jp/


お年寄りをやさしく 
いたわりましょう！ 

 
 
 
 

 
みなさんといっしょに 
がんばりましょう！ 

としより           


